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研究者  (7) 生物工学科

応用生物プロセス学講座

講　師

戸
と
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だ

　　弘
ひろし

（1977生）
工学博士

（信州大学・平 18）

■経   歴

担 当 科 目 有機化学Ⅰ / 微生物学 2/ 微生物工学
専 門 分 野 天然物有機化学 / 有用生物探索工学

論文・報告

「昆虫フェロモン関連物質の合成研究」（学位論文） 
“Nonthmicin, a polyether polyketide bearing a halogen-modified tetronate with neuroprotective and antiinvasive activity 
from Actinomadura sp.”, Organic Letters （2017）

“Ulbactins F and G, polycyclic thiazoline derivatives with tumor cell migration inhibitory activity from Brevibacillus sp.”, 
Organic Letters （2016）

“Biosynthesis of akaeolide and lorneic acids and annotation of type I polyketide synthase gene clusters in the genome of 
Streptomyces sp. NPS554”, Marine Drugs （2015）
" Nocapyrones: α and γ -pyrones from a marine-derived Nocardiopsis sp.", Marine Drugs （2014）
" Biosynthetic origin of alchivemycin A, a new polyketide from Streptomyces and absolute configuration of alchivemycin 
B ", Organic Letters（2013）
"Absolute configuration of pterocidin, a potent inhibitor of tumor cell invasion from a marine-derived Streptomyces ", 
Tetrahedron Letters（2012）
など、学術論文約 220 報、特許 14 件

著　　 書 Advances in Applied Microbiologyvol.54（共著）（Elsevier 2004）
所 属 学 会 日本農芸化学会（昭 62 ～）/ 日本放線菌学会（平 8 ～）/ 海洋深層水利用学会（平 28 ～）/ 日本機能水学会（平 29 ～）
学 外 活 動 Journal of Antibiotics 編集委員（平 22 ～）/Indonesian Journal of Marine Sciences 編集委員（平 29 ～）
受  賞  歴 日本農芸化学会論文賞（2014）/ 日本放線菌学会浜田賞（2014）/ 日本放線菌学会大村賞（学会賞）（2018）

現在の研究課題
１．微生物からの新規生理活性物質の探索

抗生物質や抗癌剤など医薬開発のシーズとなる新規生理活性物質の発見を目的として、海洋微生物、好熱性細菌、未研究糸状菌、
希少放線菌などの微生物群から新規化合物を探索している。

２．地域天然資源を利用した機能性食品、化粧品、農業資材の開発
富山県を中心に、各地域で産出される天然物（植物、微生物、鉱物など）を利用して、新しい機能性食品や化粧品の開発に取り

組んでいる。

微生物工学講座

教　授
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ひろ

（1964生）
農学博士

（東京大学・平４）

東京大学農学部農芸化学科卒（昭 62.3）/ 東京大学大学院農学系研究科農
芸化学専攻博士課程修了（平 4.3）/ 富士フィルム㈱（平 4.4 ～ 6.2）/ 米国
ジョンズホプキンス大学医学部博士研究員（平 6.3 ～ 8.3）/ 富山県立大学
工学部助手（平 8.4 ～ 10.3）/ 同助教授（平 10.4 ～ 19.3）/ 佐賀大学理工学
部非常勤講師（平 14.4 ～ 16.3）/ 大阪大学大学院工学研究科非常勤講師（平
15.10 ～ 16.3）/ 玉川大学非常勤特別研究員（平 16.4 ～）/ 富山県立大学准
教授（平 19.4 ～ 学校教育法改正による職名変更）/ 同大学教授（平 21.4 ～）

■経   歴

担 当 科 目 トピックゼミ I/ プレゼンテーション演習 / 分子生物学 2/ 生物工学基礎実験 / 分子生物学・生化学実験 1
専 門 分 野 遺伝子工学 / 分子生物学 / 酵素工学 / 代謝工学

論文・報告

「担子菌 Irpex lacteus 由来セルラーゼ遺伝子の単離および異種宿主における発現」（学位論文）
「Isolation and characterization of styrene metabolic genes from styrene-assimilating soil bacteria Rhodococcus sp. ST-5 and ST-10.」 J. 
Biosci. Bioeng., （2012）

「Expression and characterization of styrene monooxygenases of Rhodococcus sp. ST-5 and ST-10 for synthesizing enantiopure （S）
-epoxides.」 Appl. Microbiol. Biotechnol., （2012）

「Efficient biocatalysis for the production of enantiopure （S）-epoxides using a styrene monooxygenase （SMO） and Leifsonia alcohol 
dehydrogenase （LSADH） system」 Tetrahedron: Asymmetry, （2012）

「Bioproduction of Chiral Epoxyalkanes using Styrene Monooxygenase from Rhodococcus sp. ST-10 （RhSMO）」
Adv. Synth. Catal., （2014）

「Microbial Production of Aliphatic （S）-Epoxyalkanes by Using Rhodococcus sp. Strain ST-10 Styrene Monooxygenase Expressed in　
Organic-Solvent-Tolerant Kocuria rhizophila DC2201」Appl. Environ. Microbiol.,（2015）

「Molecular cloning and characterization of a flavonoid-O-methyltransferase with broad substrate specificity and regioselectivity from 
Citrus depressa」BMC Plant Biol., （2016）
｢Characterization of two cryptic plasmids from Kocuria palustris IPUFS-1 and construction of novel Escherichia coli-Kocuria shuttle 
vector for biosynthesis｣J. Biosci. Bioeng., （2017）
｢Development of a novel Escherichia coil-Kocuria shuttle vector using the cryptic pKPAL3 plasmid from K. palustris IPUFS-1 and its 
utilization in producing enantiopure （S）-styrene oxide｣Front. Microbiol., （2017）

特　　　許
「新規なスチレンモノオキシゲナーゼ、その製造方法、およびこれを利用する光学活性なスチレンオキシドの製造方法」（特許第5789366号）
「シークワーサー由来フラボノイドO‐メチル転移酵素（FOMT）及びその利用」（特許第6270110号）
｢コクリア属細菌で複製可能なベクター｣（特開2018-29507号）

所 属 学 会 日本農芸化学会（平 12.12 ～）/ ヨウ素学会（平 20.9 ～）/ 日本生物工学会（平 22.7 ～）/ 生体触媒化学研究会（平 25.12 ～）/ 日本化学会（平 27.9 ～）

現在の研究課題
１．海洋性藻類・植物類によるハロゲン化アルキル化合物の生成機構に関する研究
２．アルケン化合物の不斉酸化酵素の探索と応用
３．植物類が有するフラボノイド修飾酵素の探索と応用
４．有機溶媒耐性菌を利用した有用物質生産、遺伝子工学ツール開発
５．メタゲノム DNA から有用酵素遺伝子の単離と応用

共同研究キーワード
遺伝子工学 / 物質生産 / 酵素化学 / 代謝工学 / バイオ生産プロセス /

信州大学繊維学部応用生物科学科卒（平 12.3）/ 信州大学大学院工学系研
究科応用生物科学専攻修士課程修了（平 14.3）/ 信州大学大学院工学系研
究科生物機能工学専攻博士課程修了（平 18.3）/ 財団法人地球環境産業技
術研究機構 （RITE） 研究員（平 18.4 ～ 20.3）/ 富山県立大学工学部生物工
学科嘱託研究員（平 20.4 ～ 23.3）/ 富山県立大学工学部生物工学科助教（平
23.4 ～ 30.3）/ 富山県立大学工学部生物工学科講師（平 30 ～）


